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プロントの初回のチャージ
開封後、以下のようにプロントにエッセンシ
ャルオイル・ブレンドをチャージする必要が
あります。
1.  パッケージから製品を取り

出す前に手を洗います。
2.  プロントのリチャージ装

置を開け、キャップを取
り外します。

3.  図のように、プロントの
蒸気吸入器をチャージポ
ジションに置きます。吸
入器をそっと押し込ん
で、ディフューザーがチ
ャージポイントに触れた
状態でしっかりとチャ
ージポジションに据わ
るようにします。30秒
から2分間、そのままにし
ます。

4.  蒸気吸入器を取り外し、
すぐにリチャージポイン
トにキャップをします。

5.  次のページの装着・調節方
法にしたがい、プロント蒸気吸入器を鼻孔
に挿入します。

プロントのリチャージ
プロントの使用後、洗浄してから非チャージ
ポジションで保管容器に入れます。再使用の
直前に以下を行います。
1.  リチャージポイントのキャッ

プを外し、プロントをリチャ
ージポジションに置きます。
そっと押し込んで、ディフュ
ーザーがチャージポイントに
触れた状態でしっかりとチャージポジショ
ンに据わるようにします。

2.  30秒から2分、チャージします。
3.  プロントを鼻孔に挿入してすぐに、リチャ

ージポイントのキャップを外します。
プロントは10回チャージ分で、1回当たり8時
間持続するように設計されています。長い時

商品情報および取扱説明書
Pronto Sleep
プロントスリープは独自の蒸気吸入器で、鼻
孔をやさしく開いて、リラックス効果があ
り、自然によりよく眠れる作用が知られる、
鎮痛効果のある4種類の天然エッセンシャルオ
イルのブレンドを拡散します。
寝つきが悪かったり、よく眠れなかったりす
る場合には、プロントスリープの使用が効果
的かもしれません。
症状が持続する場合には、医療従事者の診察
を受けてください。

Pronto Clear
プロントクリアは独自の蒸気吸入器で、鼻孔
をやさしく開いて、自然に鼻詰まりを解消す

る効果が知られる、6種類の天然エッセンシャ
ルオイルのブレンドを拡散します。

鼻詰まり、アレルギー、鼻中隔湾曲症や気道
狭窄のために鼻からの呼吸に問題がある場合
には、プロントクリアの使用が効果的かもし
れません。

症状が持続する場合には、医療従事者の診察
を受けてください。

リチャージ可能な経鼻蒸気吸入器
プロントはリチャージ可能な経鼻蒸気吸入器
で、専用に設計された保管容器とリチャージ
装置が同梱されます。

リチャージポイント

保管容器

リチャージ装置

リチャージポジション
の蒸気吸入器

リチャージ
ポイント・
キャップ

間、リチャージポイントにキャップをしない
ままでおくと、リチャージ可能な回数が少な
くなります。
プロントの装着
1.   ループを顔に向け、パド

ルを顔と反対の方向に向
けて、ディフューザーを
親指と人差し指の間で挟
みます。

2.  まずループをそっと入れ、
ディフューザーを鼻の上
部に向かって傾けて挿入
します。プロントは鼻孔
の自然な角度に沿うよ
うに設計されています。

3.  プロントは鼻の中に納ま
り、ディフューザーのみが
鼻の先から出ている状態
になります。プロント
が鼻からはみ出す場合
には、サイズが大きす
ぎる可能性があります。

4.  調節：プロントが緩いか、
もっと空気の通りをよく
したい場合には、パドル
を外側にそっと押すと
簡単にループを広げる
ことができます。

調節の途中でピンが完全に
飛び出してしまった場合には、
そっと戻し入れて、ループを作り直してくだ
さい。

プロントの洗浄
プロントの使用後には、ディフューザーを水
に浸したり、濡らしたりしないようにしなが
ら、鼻の内部に入るプロントの部品を温かい
石鹸水で洗浄する必要があります。温かい石
鹸水を半分入れた小さな容器を使用すること
をお奨めします。
1.   親指と人差し指でカバーすることで、ディ

フューザーを保護します。
2.  プロントを逆さまに持って、ループを石鹸

水に浸し、何度か振り洗
いします。

3.  容器を空にして、清潔
な水を入れ、1と2を繰
り返してプロントをす
すぎます。

4.  ループと調節ピンに特に
注意しながら、プロント
を十分に乾かした後、保
管容器に非リチャージポ
ジションで置きます。リ
チャージポイントはプロ
ントを再び使用する準備
ができるまで、キャップ
をしたままにしておき
ます。

5.  エッセンシャルオイルが指に着いた場合に
は、手を洗ってください。

材料とオイル
プロント蒸気吸入器には医療グレードのポリ
マーが使われ、蒸気吸入器とリチャージ装置
には天然ゴムラテックスは使用されていませ
ん。
プロントオイルブレンドには、以下のような
100%天然のエッセンシャルオイルが含まれ
ます。
1.  プロントスリープには、ラベンダー、ユー

カリプタス、バレリアンおよびティー・ツ
リーが含まれます。

2.  プロントクリアには、ペパーミント、メン
トール、レモン、ユーカリプタス、ティ
ー・ツリーおよびローズマリーが含まれま
す。

アレルギーをお持ちの場合、またはエッセン
シャルオイルに対してアレルギーまたは過敏
症がある場合には、プロントの使用をお控え
ください。異常が発生した場合には、使用を
中止してください。
妊娠中はプロントの使用をお控えください。

使用方法
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  注意
• プロントを取扱説明書にしたがってのみ、

使用してください。
• パッケージが破損している場合には、使用

しないでください。
• プロントは個人使用に限り、ほかの人と共

有しないでください。
• プロントにはエッセンシャルオイルが含ま

れるため、妊娠中には使用をお控えくださ
い。

• プロントをその他のオイルのブレンドや液
体、薬品の吸引に使用しないでください。

• プロントは鼻にのみ使用してください。
• プロントを手に持っていたり、装着したり

している際には、喫煙またはガスライター
の使用はお避けください。 

• パドルを広げるときはゆっくりと行い、ピ
ンの長さ以上に広げないでください。 

• プロントは12歳未満の子供の使用には適し
ていません。

• 装置が損傷している場合には決して使用し
ないでください。 

• ディフューザーを故意に破壊し、鼻孔拡張
器の半分だけを使用することはしないでく
ださい。

• リチャージ装置を故意に分解しないでくだ
さい。 

• ディフューザーまたはリチャージポイント
にその他の液体やオイルを加えないでくだ
さい。 

• 異常が現れた場合には、使用を中止し、医
師の診察を受けてください。 

• コンタクト・スポーツやウォーター・スポ
ーツ、水泳をする際には使用しないでくだ
さい。 

• 小さい部品が含まれるため、子供の手の届
かないところに保管してください。

• プロントは10回チャージ分で、1回当たり8
時間持続するように設計されています。

• 8時間の間に香りの強さは弱くなります。空
調や暖房の影響で、香りの強さが8時間を超
えて持続する場合があります。

• プロントの鼻孔拡張器のリチャージ時間は
30秒から2分間です。最初の数回のチャージ
は最短時間で済み、プロントの製品寿命の
終わりが近づくとチャージには最長2分間か
かる場合があります。

• プロントのディフューザーが緩くなった場
合には使用しないでください。

• プロントのリチャージポイントがなくなっ
たり、緩くなったりした場合には使用しな
いでください。

• リチャージ装置からオイルが漏れている場
合には、使用しないでください。

• 直射日光や熱に長時間さらさないでくださ
い。

• プロントがチャージできなくなった場合に
は、リチャージ装置と鼻孔拡張器を一般ご
み用のごみ箱に捨ててください。

• プロントの包装資材はリサイクル可能で
す。

トラブルシューティングとFAQ
プロントはどのように機能しますか？ 
プロントは、鼻孔を開いて空気の流れを改善
する鼻孔拡張器と、睡眠の質を高めたり、鼻
詰まりを解消させたりすることが知られてい
る天然エッセンシャルオイル・ブレンドの蒸
気の拡散器を兼ね備えたものです。

プロントは何回チャージできますか？ 
プロントは最低10回チャージできます。プロ
ントの装着時間は最長8時間です。

プロントのリチャージ時間は？ 
プロントを完全にリチャージするには、残り
のリチャージの回数に応じて、30秒から2分間
かかります。完全にチャージされると、ディ
フューザーは浸透した状態になります。

プロントをリチャージするたびに、リチャー
ジポイントのキャップを取り外す必要がある
のはなぜですか？ 
リチャージポイントのキャップを取り外すこ
とで、プロントの10回分のリチャージを確実
にすることができます。

プロントを10回リチャージできませんでした
が、どうしてでしょうか？ 
リチャージ装置の使用方法が正しくない場
合、特にリチャージポイントのキャップを開
けたままにすると、リチャージ回数が少なく
なります。

ディフューザーを濡らしてはいけないのはな
ぜですか？ 
ディフューザーはエッセンシャルオイルを保
つように設計された多孔材料で作られていま
す。材料が濡れると、プロントのリチャージ
に影響を及ぼします。

どうしたら適切なサイズを知ることができま
すか？ 
プロントは鼻の中に納まり、ディフューザー
のみが鼻の先から出ている状態になります。
プロントが鼻からはみ出す場合には、サイズ
が大きすぎる可能性があります。反対に、プ
ロントが落ちてくる場合には、ループを大き
く広げるように調節するか、より大きなサイ
ズをお試しいただく必要がある可能性があり
ます。

異常が生じた場合はどうすればよいですか？ 
オイルまたは拡張器による炎症が生じた場合
には、直ちにプロントの使用を中止してくだ
さい。

プロントの原材料は何ですか？ 
プロントは医療グレードの極軟ポリマーで作
られ、天然ラバーラテックスは使用されてい
ません。

鼻が乾燥したり、不快感が生じたりした場合
にはどうすればよいですか？ 
潤いを与えられることとは別に、空気の通り
がよくなることで、鼻が乾燥するように感じ
られる場合があります。そのような症状に
は、Nozoilなどの乾燥性鼻炎用鎮痛剤が効果
的な場合があります。スプレーまたはジェル
状で、通常は3種類のビタミンEとごま油が配
合され、吸入空気の乾燥作用から鼻腔組織を
保護し、炎症の影響を軽減する効果がありま
す。詳細については、 
https://tinyurl.com/y2l3f6hhをご参照ください。

香りが弱すぎる場合には？ 
プロントは最高の結果を確実に得るため、エ
ッセンシャルオイルを特定の強さで提供する
ように設計されています。香りの強さをユーザ
ー試験でテストし、大半の人々に好まれる香
りの強さを決定しています。プロントの香り
の強さに関するフィードバックをfeedback@
rhinomed.globalまでお寄せください。

香りが強すぎる場合には？ 
プロントは最高の結果を確実に得るため、エ
ッセンシャルオイルを特定の強さで提供する
ように設計されています。香りの強さをユーザ
ー試験でテストし、大半の人々に好まれる香
りの強さを決定しています。プロントの香り
の強さに関するフィードバックをfeedback@
rhinomed.globalまでお寄せください。

香りが一晩中持続しないのはなぜですか？ 
香りを8時間持続させるように、適切な材料を
慎重に選定しています。香りは8時間かけて徐
々に薄くなっていきます。空調や暖房の影響
で、香りの強さが8時間を超えて持続する場合
もあります。たとえば、セントラルヒーティ
ングを使った環境では、ディフューザーが通
常の室温環境よりも速く蒸散する可能性があ
ります。

リチャージ装置の残りがなくなったことはど
のようにわかりますか？ 
ティッシュペーパーをリチャージポイントの
上にそっと載せます。ティッシュペーパーが
乾いたままなら、リチャージ装置の残りはあ
りません。小さなオイルの点がにじんでくる
なら、まだリチャージすることが可能です。

プロントはリサイクルできますか？ 
プロントの包装資材は外装および内側のブリ
スタートレイともリサイクル可能です。

プロントのご使用中に重大な事故が発生した
場合には、Rhinomed Limited （feedback@
rhinomed.global）まで直ちにご報告くださ
い。

Rhinomed Limited
L1, 132 Gwynne St,  Richmond 
VIC 3121  Australia

カスタマーサービス
各地域のカスタマーサービスについては、
prontorange.com/contact-us をご参照ください。

PATENT PENDING
Pronto, Pronto Clear and Pronto Sleep are used as 
trademarks of Rhinomed Limited.
Pronto is designed in Australia. Made in China.
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